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【ものづくり ・ 人づくり ・ 地域づくり】 2017 年度活動テーマ～地元のやさいを食べよう～

脱原発とくらし見直し委員会主催による児玉医師講演会

6/18 （日） 「日々のくらしの処方箋」 開催報告

開催詳細は 2Pをご覧ください。

8 月の供給スケジュールのお知らせ

8 月 3回がお盆の変則供給週になります。8月 4回の注文提出は 8月 2回の供給
週になりますが、供給現場以外（TEL、FAX、WEB）での注文最終締め切りは、
少し伸ばして締め切るようにしました。供給が来てから「忘れていた―!!」でも
間に合います。夏休みに入り、お子さんが家にいて、家事や、お盆前で忙しくなっ
ている頃ですね。そんな時でも、常総 Life を楽しんで、少しでも組合員の生活に役立てる様に今回、
新たに試みました。W配布、回収もありますが、計画的な生協利用を宜しくお願い致します。

（専務理事　伊藤）

日 月 火 水 木 金 土
日 23 24 25 26 27 28 29

カタログ
配布

注文提出

日 30 31 8/1 2 3 4 5
カタログ

配布
注文提出

日 6 7 8 9 10 11 12
カタログ

配布
夏季休暇

供給現場注文提出

TEL、FAX、WEB注文締日
8月4回　月コース注
文最終〆切

8月4回　火コース注
文最終〆切

8月4回　水コース注
文最終〆切

日 13 14 15 16 17 18 19
カタログ
配布なし

供給現場注文提出

TEL、FAX、WEB注文締日
8月4回　木コース注
文最終〆切

8月4回　金コース最
終注文〆切

日 20 21 22 23 24 25 26
カタログ

配布

注文提出

曜日

8月1回
供給

8月4回
供給

8月2回
供給

8月3回
回供給

7月4回
供給

8月2回・8月3回 2週分配布＋【請求書配布】

9月1回カタログ配布

8月5回注文提出

変則供給日夏季休暇

8月4回注文提出(供給現場回収は通常通り）

供給現場での注文回収はできません。

8月1回注文提出　　　

8月5回カタログ配布

8月4回カタログ配布

8月2回・8月3回注文2週分提出
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■ 「日々のくらしの処方箋」 開催報告 （栁町理事長）

● 6 年が経った今だからこそもう一度、 放射能について復習しよう !!　
　6 月 18 日常総生協本部組合員活動室にて児玉順一先生 （埼玉県ときがわ町在住 / 内

科医） の講演会が開催されました。 2011 年 9 月に発足した 「脱原発と暮らし見直し委員会」

では毎月定例会を開催しており、 第 65 回を迎えました。 委員会の中でよく話題になるのは、

最近は全くと言っていい程放射能の報道はされなくなっており、 原発事故があった事などま

るでなかったように人々の心から忘れさられようとしているけれど、 まだ放射能の影響がなく

なった訳ではない。 もう一度放射能の影響について復習する必要があるのでは？という事に

なりました。 3 年前にも旧生協本部のプレハブで講演していただいた児玉先生に 「日々の暮

らしの処方箋」 のお話をしていただく事になりました。

　当日は、 「放射能汚染から生命と健康を守るために」 と 「アヒンサー第 6 号　未来に続くいのちのために　原発は

いらない」 をテキストにして原発事故から今までの健康調査報告やお医者様ならではの視点で講演をされました。

核実験がいつのまにか平和利用という名目で原発に変わっていき、 核のゴミは世界中に拡散されたこと、 放射能は

薄めれば大丈夫というウソがまかり通ってきたことがアヒンサー 6 号の巻末の地図を見ながらだったので、 改めて放

射能の影響の大きさが感じられました。

●健康被害に関して怖いのはガンだけではない。

　「放射能で怖いのはガンだけ」 と言われているが、 放射能によって細胞核だけでなく細胞膜も壊れてしまう。 活性

酸素が細胞膜を酸化して細胞を壊す。 ほとんどの病気に活性酸素が関わっており、 放射能汚染で活性酸素が増え

ることまでは注目されているが、 低線量の内部被ばくは病気の原因をはされていない。 （ペトカウ効果） 核実験をや

めると学力の低下が止まったこと、 ナチュラルキラー細胞、 リンパ球が放射能に弱くエイズの原因ではないか、 放射

能汚染地域には免疫異常の疾患が多い、 放射能汚染が多いほど病気が増える。

　1 型糖尿病 （2 型は生活習慣病で別） は免疫の疾患で、 チェルノブイリ原発事故後増加していること、 アラビア半

島でも湾岸戦争やイラク戦争で劣化ウラン弾が使用されたため同様に健康に影響がでている。 モンゴルは全ガン死

亡率が世界一なのもソ連と中国でたくさんの核実験がされた上、 チェルノブイリの死の灰も流れてきている、 原発に

近い程甲状腺ガンや乳ガン、 前立腺ガンが増える。

　チェルノブイリ原発事故 1 年後からアザラシが大量死し、 バイカル湖でも海洋動物が大量死しており、 死んだ動物

たちの免疫に異常がみられ、 人のエイズと同じ形とのこと、 放射能による細胞核の破壊では説明がつかない。

　福島では甲状腺ガン以外の病気も、 高血圧、 脳卒中 （脳出血、 脳梗塞、 くも膜下出血）、 狭心症、 心疾患、 鼻

炎、 更年期障、 白内障、 肺ガンとあらゆる病気の増加、 特に以前はガンになることはまれとされていた小腸ガンも 3

倍に増えている。

東京では人が集まる所 （東京ドーム、 ディズニーランド等） では空間線量も高く、 都内の診療記録を見ると、 悪性リ

ンパ腫等の血液のガンが増えている。 汚染が少ない地域でも時がたつとガンが増えているので油断大敵とのことが

報告されました。

●放射能から命と健康を守るためには

①放射能に汚染されたものはなるべく食べない、 飲まない。 外国産は安全と思っているかもしれないが、 核実験や

原発の影響で汚染が広がっているので、 出来るだけ汚染の少ない国や地域の物を選ぶ。 ②便秘をせず、 脱水を避

ける。 ③緑黄色野菜をたっぷり食べる （サラダよりスープやみそ汁の方が無駄なく採れる） ビタミンＣが熱に弱いと

いうのは今では迷信。 サプリメントではなく野菜を食べる （サプリメントは科学的に認められる効果はほとんどない）

④大食い、 早食いは活性酸素が増えるので、 食事は少なめでゆっくりかんで食べる。 ⑤複合汚染は脂肪に畜積さ

れるので、 放射能だけでなく農薬にも注意する。 ⑥空腹、 運動でミトコンドリアを増やす。 （エネルギーを作るミトコン

ドリアが壊れるとエネルギーが作れず病気が増える） との処方箋が示されました。

●今回の講演会の詳しい資料ご希望の方は注文書の 「意見 ・要望連絡欄」 に記入の上、 現金を添

　えてお申し込み下さい。

『放射能汚染から生命と健康を守るために』 （税込 500 円）、 『アヒンサー 6 号』 （税込 100 円）

その他児玉先生の著書 『日本からの手紙』 ( 税込 500 円）、 『レイチェルカーソンの遺産』 （税込 500 円）

『活性酸素とミトコンドリアものがたり』 （税込 300 円）

著作物の売り上げは、 常総生協の活動への寄付となっています。

児玉先生
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第 66 回　脱原発と暮らし見直し委員会　報告
2017 年 6 月 5 日 ( 月 )　常総生協本部組合員室　13
時半～ 17時　組合員 12人参加。
★児玉順一先生講演会 “日々の暮らしの処方箋”

6/18（日）14：30 ～ 16：30 生協組合員室で開催し
ました。約 30 名の参加があり、アンケートの回答は
14名でした。勉強になったなど、好評をいただきまし
た。参加できなかった方のために、後日、ビデオ上映
会を開催する予定です。
児玉先生から関東子供支援基金と委員会に寄付をいた
だきました。DVDの購入に充てる予定です。
★チーム活動報告

○市町村のセシウム測定データ収集

調査件数が減っています。ミツバや玄米、茶葉などで
セシウム 137 が検出されています。また、阪神測定所
でも、茨城県産のサツマイモ、静岡産の煎茶などから
検出が報告されました。
茨城、千葉県のHP に県内の死因・死亡率が載ってい
ました。
○ DVD 貸出

7 月に一覧表を発表します。

DVD「アフガニスタン用水路が運ぶ恵みと平和」
（35+30 分）を寄付していただきました。
リクエストがありましたのでDVD「あまくない砂糖の
話」（102分）を購入しました。
○土壌調査

守谷市、つくばみらい市、牛久市で土壌調査を行いま
した。これから、以前に調査したところなど、組合員
さんと共に調査を開始します。
生協で、同じ土をNaI と Ge 検出器で測定して数値を
確認しました。
★沖縄は今写真展、母親大会、原子力規制委員会の東
海第二原発審査、福島原発事故裁判、8月の茨城県議
知事選など、多数の話題で意見交換しました。

★ 8月は夏休みでお休みです。次回は、9/4( 月 )13 時
半～ 16時（生協本部）の予定です。
どなたでも自由に参加できます。関心のある方はお気
軽にお越しください。

「小さな上映会だより 2017- （3）」 （生協ＤＶＤ貸出状況）　脱原発とくらし見直し委員会

※すべて掲載し切れなかったので、次週も引き続き掲載していきます。

タイトル 人数 観た場所 組合員さんからの感想文

チェルノブイリ・ 1 　　自宅 悲惨な状況に言葉もありません。映っていた少年・少女達の

ハート その後はどうなっているのでしょうか。福島と共にチェルノブイリ
も記憶に留めて,風化させてはなりません。

放射性廃棄物～ 1 　　自宅 ただただ恐怖です。人類は原発を廃止すべき、再生エネルギーに
終わらない悪夢～ 進むべき。人類の知恵を集めれば実現可能です。
みえない雲 2 　　自宅　絶対に原発はいらないと思う。絶対の安全はありえない。原発はいらないと思う。絶対の安全はありえない。

福島の第一原発事故を教訓にしなければいけない。
放射線内部被爆 2 　　自宅 生野菜の調理（５０Ｃ）をしていなかったので、これから
から子どもを守る します。内部被爆の検査に家族で申し込みました。
ために

よみがえる科学者 2 　　自宅 反原発の核物理学者として原発差し止め裁判で原告側の証人
～水戸巌と3.11 として立ち、戦った科学者のドキュメントである。チェルノ

ブイリ原発事故と同じ１９８６年厳冬の北アルプス剣岳
登山で大学生のご子息２人と共に５３歳の若さで遭難死した
水戸巌氏の死が惜しまれる。

Tohoku Stories 1 　　自宅 人は集団でなければ生きていけないが、集団になると必ず切り捨て
(Then & Now) なくてはならないことがでてくる。「何を切りすてるのか」、弱い

人、声の小さい人を切り捨てるのか。命の尊さと簡単に言うが、
その実行について学校は地に足を付けて考えなくてはいけない。
教員は生きて、積み上げてきたもので考えねばならない。

ミツバチの羽音と 2 　　自宅 福島の人達が守ろうとしているのは昔から今までの暮らし、未来の
地球の回転 普通の暮らし。それが原発事故によって奪われてしまうことが

明らかになった。にもかかわらず、次々と再稼動を進めていく安部
政治！黙っていることは、それに加担することになる。
生きていくことを真剣に考えさせられた。

東京原発　東京には 2 　　自宅 「東京に原発を誘致する」という都知事のムチャクチャとも思える
原発が必要だ！！ 発言。しかしそこには思いもよらない裏があった。ぜひこれを観て

観てもらいたい。原発に関する東大の教授の説明は事実なのだから。
2 　　自宅 北朝鮮のミサイルが日本海の原発に飛んできたら・・・

原発を止めて下さい。今すぐにでも。
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キリトリ

8/26 原発いらないアクションに参加します。

〆切 7/28（金まで）

　お名前　　　　　　　　　　　　　　　　　　　組合員番号　　　　　　　　　　　　　　

　参加人数　大人　　　　　　　人　　子ども　　　　　　　人　　　　

　備考欄※質問、要望等ありましたらご記入下さい。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

8/26 原発いらない茨城アクション参加者募集 !!
～ほぼ全職員参加します。 生協でバスを借りますので一緒に行きましょう !! ～

【当日の行動スケジュール】

9：00～ 10：20　生協本部にて東海第 2原発の危険性について説明会（原告団共同代表より説明）
10：30　生協本部からバスに乗って東海村・阿漕ヶ浦公園に向かって出発（⇒ここから参加でもOKです）
11：30　友部 SAにて各自昼食（お弁当持参も可）
12：15　友部 SA出発
13：00　東海村・阿漕ヶ浦公園到着　
13：20～ 14：00　集会
14：00～ 15：00　移動・人間の鎖
15：30　東海村原子力発電所前にてバスで出発予定
　　　　（変更の場合は参加者へお知らせいたします）
17：00　常総生協本部到着予定（解散）

2012.2.26 に行われた前回のヒューマン
チェーンの様子です

WEB 上でも受け付けてお
ります。HP もしくは、こ
ちら QRコードからご覧く
ださい。
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■ちょこっとお手伝い♪ 「野菜セット生産者」 の畑に行ってみよう！第 1 回 実施報告

常総生協の今年のテーマは「地元の野菜を食べよう！」です。そこで、常総生協の職員が先導し、
年間で 4～ 5回定期的に生産者の畑に通う計画を立てています。清水農園・やさとの仲間・宇
治田農場・微生物農法の会で振り分け、それぞれのチームの職員が①日程調整、②お手伝い内
容の確認、③組合員へのお知らせ・集約を行いました。

● 7/1（土）土れ味農園（天池さん）、宇治田農園（宇治田さん）は雨天で組合員参加できず、、、

実は第 1回目の 7/1( 土 ) は早朝から雨だった為、組合員参加の中止を連絡をおこないました。
しかし職員から「自分達だけでもお手伝いできないか？」という意見が出て、この日について
は職員のみで参加しました。
野菜セット生産者にとっても、雨の日だからできる (ため込んでいた )作業もあり、こうした
職員の自発的な動きは「非常に助かった」と声をもらいました。雨ということもあり作業内容
としては簡単ではなかった分、職員と生産者の距離が一気に縮まったと感じます。

入協 2ヶ月目の古橋です。初めて天池
さんの畑に行きました。当日はマルチ
シートを剥ぐ作業 ( 写真参照 ) やハウス
の片づけを行いました。

1つの野菜ができるまでこんなに大変な事なんだと、
改めて天池さん（生産者）の苦労を知りました。こ
の経験を生かして、組合員に伝えていきます。

（供給部　古橋）

土れ味農園（天池さん）10:00 ～ 12:00　お手伝い内容：大根畑の圃場整備、ハウス片づけ

宇治田農場（宇治田さん）　10:00 ～ 12:00　お手伝い内容：トマトの茎の刈込、草取り

最初にピーマン、ナスなどがなっている畑を見せ
て頂きました。その後、ハウスに移動し、トマトの
苗についている青虫や余分な茎を落とす作業をしま
した。ハウスの中にミニトマト、中玉トマト、トマ
トと三種類の苗が１列ずつに４列並んでおり見ても
楽しい実のなり方でした。その後別のハウスに移動
し雑草を刈ったりしました。時間が余ったので鶏舎
にいき、鶏についての質疑応答。普段組合員によく
聞かれる質問や、鶏の習性などとてもよい時間を過
ごせました。得たものを供給中に組合員さんに伝え
ればと思います。

（供給部　小室）
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